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■ 「東シベリア―太平洋」パイプライン地図
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ユーラシア大陸の北部に位置し、ヨー
ロッパからアジアにまたがるロシア連
邦（以下、ロシア）。 その国土は世界最
大の約1,700万㎢、日本の約45倍、米国
の2倍近くに相当します。 また、資源量
という側面からみると、石油は世界全
体のうちの約7%、天然ガスは約26%

（生産量では、石油が約12%、天然ガス
が21%）を占める世界有数の資源国と
いえます。 このロシアにおいて、近年、
油ガス田開発に向けた気運が急速に
高まっているのが、東シベリアです。
現在のロシアにおける石油・天然ガス
生産は、西シベリアが中心であり、1950
年代から盛んに油ガス田の探査・開発
が進められてきました。 東シベリア
も、ほぼ同時期に探鉱作業が開始され
たものの、西シベリアとは比較になら
ないほど、小規模なものでした。 その
ため、既発見油ガス田数、また大規模
油ガス田の割合は圧倒的に西シベリア
が勝っているのが現状です。
では、将来的な石油・天然ガス生産を期
待できる地域でありながら、なぜ東シ

エネルギー供給源の多様化に向けて

世界有数の資源大国ロシア。 しかし、これまで東シベリアは
自然環境の厳しさなどから開発が遅れ、「陸の孤島」と呼ばれる地域でした。
その東シベリアが今、石油・天然ガス開発のフロンティアとして注目を集めています。
本特集では、ロシア及び東シベリアの資源ポテンシャルを紹介するとともに、
同地域における探鉱開発への道のり、
また、JOGMECと現地企業による共同プロジェクトの最新動向をお伝えします。

石油・天然ガス開発の
フロンティア
「東シベリア」を拓く

エネルギー供給源の多様化に向けて
石油・天然ガス開発のフロンティア 「東シベリア」を拓く特集

特集

「東シベリア―太平洋」
パイプライン計画、始動

厳しい自然環境の中で
手つかずの資源が残る東シベリア

■ロシアの地域別埋蔵量ポテンシャル
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セベロ・モグジンスキー鉱区にて稼働中の掘削リグ

※A～C2は埋蔵評価で、Aに近づくほど生産確度が高い。

ベリアは十分な探鉱作業が行われて
こなかったのでしょう?
その最大の要因は、東シベリアに広く
分布している永久凍土（２年以上連続
して凍結した土壌）をはじめとする厳
しい自然環境条件と、それに伴う社会
基盤の未整備といえます。 様々な作業
工程が気候の影響を強く受け、通年使
用可能な道路もないなど作業現場へ
の搬入に対する制限が大きいため、幹
線パイプラン等の輸送インフラも未発
達で、探鉱作業を行うための資機材や
コントラクターが十分にあるとはいえま
せん。 こうした要因により、現場作業の
遅延、作業コストの高騰が起こり、油ガ
ス田開発の遅れにつながっていたの
です。

2003年1月の日露首脳会談において、
「日露エネルギー協力に関する声明」及
び「日露行動計画（アクションプラン）」
が発表され、日本とロシアで協力し、「東
シベリア―太平洋」パイプライン※建設
に向けた取り組みを実施していくこと
が確認されました。　

日本にとってロシアは日本海を介して
接する地理的に非常に近い国で、マ
ラッカ海峡やホルムズ海峡といった比
較的不安定なルートを経由せず、輸送
セキュリティの高い供給源になる可能
性を有しています。 「東シベリア―太平
洋」パイプラインの稼動は日本の資源
供給源の多様化・分散化に大きく貢献
することが期待されています。
一方、ロシアにとっても日本や中国を
はじめ、急速に経済発展が進むアジ
ア・北米市場に参入することで、国際
エネルギー市場での影響力をさらに
高めることができるという利点があり
ます。 また、インフラ整備などが遅れ、
国内経済格差が生じていた東シベリ
ア、極東地域の経済発展も期待でき
ます。
このように、日本とロシア双方のエネル
ギー政策において大きなメリットを持つ

「東シベリア―太平洋」パイプライン計
画。 その始動が大きなきっかけとなり、
東シベリアはロシアの中でも有望な石
油・天然ガス開発のフロンティアとして
新たな局面を迎えたのです。

陸上

海洋

合計

地域
A,B,C1 C2

石油＆コンデンセート

18,680.0 8,683.3

単位：100万トン

※「東シベリア―太平洋」パイプライン：シベリアの原油
　をロシア太平洋岸まで輸送するパイプライン。

ロシア

中国 日本

モンゴル
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東シベリアにおけるJOGMECの活動
の始まりは、前身の石油公団時代にさ
かのぼります。 JOGMECは東シベリ
ア南部に位置するイルクーツク州に
おいて、1990年代からロシアの政府
系物理探査研究所、イルクーツク・ジ
オフィジカ社と広域地質評価作業を
実施してきました。
そして先に述べた通り、2003年の日
露首脳会談で、両国はエネルギー協
力に合意し、これにより本格的な政府
間協議が開始されました。
こうした中、JOGMECは2007年より、
東シベリア地域における油ガス田探
鉱事業への日本企業参入に向け、以
下の取り組みを実施しています。
①東シベリアの資源ポテンシャルの調査
②ロシアにおいて探鉱開発事業を実
　施していくための各種許認可、法税

　制、インフラ情報などの収集・整理
③同地域における探鉱開発事業の促
　進を目的に、ロシアで上流事業を営
　む石油企業を対象としたプロモー
　ション
上記の活動、特に③のプロモーション
活動の意義を理解するためには、ロシ
アにおける鉱業権ライセンス取得の
仕組みを補足する必要があります。
現在ロシアの制度では、原則ライセン
スなしでの一切の調査が禁じられて
いるため、構造調査にはライセンスの
取得が不可避です。 外国企業による義
務探鉱作業の実施は許認可手続きが
できないため、制度的に認められてい
ません。 また、現地での作業はロシア
の官僚的な法制度による手続きが煩
雑で排外的規制もあり、ロシア企業と
の協力関係なしには円滑な実施は不
可能です。 
そのため日本企業がロシアにおいて
探鉱作業を実施するためには、ロシア
企業とパートナーシップを結び、ライ

センスを取得しなければならないの
です。
JOGMECは複数のロシアの民間石油
会社と協議を行い、エネルギー省や天
然資源環境省、地元の行政機関と確実
なチャンネルを生かして、イルクーツ
ク州最初の商業油田の運営・操業実績
があるイルクーツク石油（以下、INK）
とパートナーを組むことに成功しまし
た。 現在まで、INKとは3鉱区の鉱業権
ライセンスを取得しています。

JOGMECとINKが保有する3つの鉱
区のうち、最初に鉱業権ライセンス

（探鉱スタディのライセンスで、成功
時に開発権が取得可能）を取得したの
は、イルクーツク州北部（イルクーツク
市より北に約1,00 0キロ）に位置する
セベロ・モグジンスキー鉱区です。
INKは、JOGMECとの探鉱調査を前

現地石油会社と
パートナーシップを締結

※1 INK-Sever：Severはロシア語で北・北部という意味。
※2 事業実施契約：JOGMECとINKの間で締結。
※3 INK-Zapad：Zapadはロシア語で西・西部という意味。

合弁会社を設立し、
探鉱調査事業を推進

「東シベリア―太平洋」パイプライン計画を背景に、
日本のエネルギー供給源多様化の鍵を握る東シベリア。
こうした状況下、JOGMECではロシアの石油会社と協力し、
東シベリアにおける油ガス田探鉱・開発に向けた
取り組みを実施しています。
プロジェクトの経緯と、その概要を紹介します。

■ INK概要

イルクーツク石油
（INK:Irkutskaya Neftyanaya Kompaniya）

社名

従業員数

設立

代表者

国内石油生産量

保有鉱区

イルクーツク州での探鉱調査
東シベリアにおけるエネルギー協力の第一歩
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■ INKとの事業スキーム
日本 ロシア

INK
（イルクーツク石油）

JOGMEC-INKの合弁会社

INK-Zapad
ザパドナ・ヤラクチン
スキー鉱区、ボリシェ
チルスキー鉱区のラ
イセンスを保有。 同2
鉱区の探鉱・開発・生
産事業を実施

INK-Sever
セベロ・モグジンス
キー鉱区のライセン
スを保有し、同鉱区に
おける探鉱・開発・生
産事業を実施

JOGMEC

JOGMECの
「海外地質構造調査事業」とは?
新たな探鉱や開発事業が期待される国や地域に対して、先行的な地質構造調
査や油ガス田評価スタディ、事業性調査などを行う事業です。 本事業を通じ
て、産油ガス国や国営石油会社（NOC）との密接な協力関係の構築を図るとと
もに、調査結果や調査に伴って得られる優先交渉権などを企業に提供してい
ます。 こうした取り組みにより、日本企業が海外で石油・天然ガスの探鉱・開
発・生産事業を行っていくための基盤構築を目指します。
具体的な調査事業は、主に以下の2つのケースに大別されます。

　１. 海外地質構造調査
JOGMECが事業を発掘、または外国政府やNOCからの要請を受け、JOGMECが
費用を全額負担し、未探鉱地域での地質構造調査（地質調査、物理探査、地質評価）や
油ガス田評価などを実施します。 これにより、調査対象地域における技術的リスクを
軽減するとともに、相手国との良好な関係をつくり、日本企業の参入基盤構築を目指
します。 また、2007年より、本邦企業を対象とした公募により、企業が蓄積した特
定地域の知見に基づく調査提案を採用して実施する「知見活用型海外地質構造調査」
制度を導入しました。 事業完了後に調査結果や鉱区取得のための優先交渉権を提案
企業に譲渡することを目的としています。

　2. 地質評価等スタディ
新規地質構造調査事業の発掘・対象地域の絞り込み、また、日本企業の新規参入地域
の検討に資することを目的に、先行的なスタディを実施します。

イルクーツク州
【面積】774,800㎢ （ロシア全土の約4.5％、日本全土の約２倍）
【人口】約2,514,000人（2007年1月1日現在）
【州都】イルクーツク市
【気候】冷温少雨の大陸型気候で、年間降水量は350～430mm。
　　　平均気温は地域により異なり、1月で－17～－33℃、
　　　6月で＋17～＋33℃。ザパドナ・ヤラクチンスキー鉱区とボリシェチルスキー鉱区における

探鉱調査事業の実施契約締結時の様子

左）河野理事長INK表敬の様子　中）左よりパラニーチェフ イルクーツク州第１副知事、河野理事長、ブイノフINK会長　右）河野理事長イルクーツク州政府表敬の様子

提に2007年7月にイルクーツク市で
実施された同鉱区のオークションに
参加し、ライセンスを取得。 同年10
月、JOGMECは現地にINKとの合弁
会社INK-Sever※1を設立し、INKが取
得していた鉱業権ライセンスを移譲
しました。
さらに2009年5月には、セベロ・モグ
ジンスキー鉱区の南方約400kmに
位置する、ザパドナ・ヤラクチンスキー
鉱区とボリシェチルスキー鉱区におい
ても探鉱調査事業を実施していくた
めの事業実施契約※2を締結し、2社目
の合弁会社、INK-Zapad※3を設立し
ました。

両鉱区の鉱業権ライセンスにつ
いては、元々INKとオイルトレー
ダーの合弁会社が保有していま
した。しかし、上記の事業実施契約
と同時にINK、その親会社（INK -
Capi ta l：欧州復興開発銀行が
8 . 1 5 %出資）及びオイルトレー
ダーの間で鉱区権の移転の契約
を締結。ロシア当局の認可の下
に両鉱区の鉱業権ライセンスは
INK-Zapadへ移転されました。

現在、2社の現地合弁会社を設立・運
営し、3鉱区において共同探鉱調査事
業を推進しているJOGMECとINK。
次ページでは各鉱区の詳細情報及び探
鉱調査事業の最新動向を紹介します。

生産しているヤラクチンスキー鉱区をはじめ、
イルクーツク州内に11鉱区を保有

約1,000人
（グループ全体／2008年9月時点）

2000年11月

ニコライ・ブイノフ会長
マリーナ・セディフ社長

28～29万トン（2008年）
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JOGMECとは、2007年7月に行われたオークションにて、イル

クーツク州北部セベロ・モグジンスキー鉱区のライセンスを

落札して以来、共同プロジェクトを進めており、現在は、ザパ

ドナ・ヤラクチンスキー鉱区、ボリシェチルスキー鉱区を加え

た3つの鉱区で共同探鉱調査を実施しています。

私たちは、JOGMECとパートナーシップを結び、ともに仕事が

できることを大変嬉しく、また誇らしく感じています。 イル

クーツクを訪問するJOGMEC職員の皆さまとは、すでに古く

からの友人のような信頼関係を築かせていただいています

し、2008年10月や2009年5月に日本を訪問した際には、河野

理事長と掛札前理事長をはじめとするJOGMECの方々の

温かい出迎えに感動いたしました。

東シベリアの油田を開発し、生産された原油を成長著しい

アジア太平洋地域に供給していくことは、ロシアにとっても

日本にとっても魅力的なプランで、両国首脳も私たちと

JOGMECが行っているプロジェクトを高く評価しています。

自然環境条件が厳しく、インフラ整備など社会基盤整備が全

く整っていないここ東シベリア地域において石油生産を実施

していくことは、容易なことではありません。 しかし、JOGMEC

とともにチャレンジを続けながら、いつの日かこの地の石油

生産が、私たちロシアだけではなく、日本、そしてアジアの

国々にとっても有益なものとなることを期待しています。

JOGMEC-INK
共同プロジェクト最新動向

ロシア、日本の
これからを見据え、
国を越えた
パートナーシップで、
東シベリアの石油開発に
取り組んでいきたい。

INK
マリーナ・セディフ社長

M e s s a g e

■鉱区位置図

■プロジェクトの進捗状況及び今後の予定作業

3,747㎢
（参考：埼玉県の面積3,797㎢）

面積

義務作業量

1 セベロ・モグジンスキー鉱区

5年間で1,000km以上の2次元
地震探査及び探鉱井4本以上の
掘削
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2009 2010 2011 2012 2013 2014

セベロ・
モグジンスキー鉱区

ザパドナ・
ヤラクチンスキー鉱区

探査データ収録作業

試掘1号井の掘削・調査作業 探鉱井3本以上の掘削・調査作業

探査データ収録作業

探鉱井3本以上の掘削・調査作業

エネルギー供給源の多様化に向けて 石油・天然ガス開発のフロンティア 「東シベリア」を拓く

2

ボリシェチルスキー鉱区
探査データ収録作業

探鉱井3本以上の掘削・調査作業
3

1

4,835㎢
（参考：和歌山県の面積4,726㎢）

2 ザパドナ・ヤラクチンスキー鉱区

2013年2月までに1,000km以
上の2次元地震探査及び探鉱井
3本以上の掘削

3,307㎢
（参考：鳥取県の面積3,507㎢）

3 ボリシェチルスキー鉱区

2013年1月までに1,200km以
上の2次元地震探査及び探鉱井
3本以上の掘削

面積

義務作業量

面積

義務作業量

ロシア

中国

日本

※ 地震探査：地表付近で人工的に震動を発生させ、地
　 下の地層境界面から跳ね返ってくる波を計測するこ
　 とで地下構造を解明する調査手法。

前ページで述べたINK-Severが保有
するセベロ・モグジンスキー鉱区の鉱
業権ライセンスは、探鉱から開発生
産までの複合ライセンス（有効期間
25年間）となっています。 探鉱調査
期間5年間での予定作業は1,000km
以上の2次元地震探査※と探鉱井4本
以上の掘削です。 これまではライセ
ンスを取得した2007年より既存2次
元地震探査データの再処理・再解釈
作業を実施。 2009年1月からは、同鉱
区における炭化水素資源量をより正
確に把握するために、新規の2次元地
震探査収録を開始しています。
なお、予定されている地震探査約
1,000kmのうち約600kmを2009年に
収録し、残りの約400kmについては、
2010年に収録を行う予定です。
また、探査作業と並行して、2009年6
月には同鉱区における試掘1号井を
開坑しました。現在は予定している
掘削最終深度（2 , 1 2 0m）の目前に
迫っています（2009年9月時点の予
想）。 なお、試掘1号井から油ガス層
が発見された場合、約3か月間にわた
るテスト生産を実施する予定です。 試
掘2号井は、2010年春の開坑を予定

しています。 掘削位置は、現在実施し
ている地震探査や試掘1号井の調査
結果を踏まえ、有望と考えている対象
構造に石油・天然ガスが賦存する場
合の構造確認、あるいは新たな有望
構造を対象とする試掘を目的として
決定する予定です。

一方、INK-Zapadが鉱業権ライセンス
を保有するザパドナ・ヤラクチンス
キー鉱区とボリシェチルスキー鉱区の
2鉱区については、2013年の探鉱調査
　

期間中に合計2,200km以上の2次元地
震探査及び計6本以上の探鉱井掘削を
実施していく予定です。
現在は、2010年春に開坑予定の試掘
1号井の掘削開始に向け、探査作業を
実施しています。 同2鉱区は、すでに発
見されている複数の油田が周囲に存
在するほか、現在建設中の「東シベリ
ア―太平洋」パイプラインに隣接して
おり、これらの既発見油田やパイプラ
インとのシナジー効果が期待されて
います。

試掘1号井の掘削作業が進む、
セベロ・モグジンスキー鉱区

探鉱井の開抗に向け探査作業を行う
ザパドナ・ヤラクチンスキー鉱区＆
ボリシェチルスキー鉱区



（左）LPガスの低温タンクをバックに記念撮影をする見学ツアー参加者一行（右）長野冬季オリンピックで実際に使われたトーチを手に記念撮影 ※聖火リレー用トーチにはLPガスが使われています。
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2005年12月、茨城県神栖市に完成した国内で3番目の国
家石油ガス備蓄基地。 貯蔵方式は「地上低温タンク方式」
を採用。 プロパン用 5万トン×1基、プロパン・ブタン兼用 
5万トン×3基の低温タンクを有し、合計約20万トンの貯蔵
能力を誇る。

■神栖国家石油ガス備蓄基地

Topics
一般の参加者にLPガスの国家備蓄の意義をPR

神栖国家石油ガス備蓄基地 親子見学ツアー
2009年夏―。 日本LPガス協会主催、JOGMECほかの協力により、一般の親子を対象とした神栖
国家石油ガス備蓄基地の見学ツアーが開催されました。 LPガス※について紹介するとともに、LP
ガスの国家備蓄事業への理解を広めるという点で大きな成果を上げることができました。 子供
たちのひと夏の思い出ともなった見学ツアーの様子を報告します。

2009年7月30日。 最高気温30℃を超え

る真夏日となったこの日、JOGMECが

操業・管理する神栖国家石油ガス備蓄

基地が、見学に訪れた一般の親子で賑

わいました。

「夏休みに親子で行く! LPガス国家備

蓄基地親子見学ツアー」と題された日

本LPガス協会主催の企画に、JOGMEC

は鹿島液化ガス共同備蓄（株）、（財）エ

ルピーガス振興センターとともに協

力。 昨年に引き続き2回目の開催とな

る今年は、小学4～6年生の児童とその

保護者、20組45名の親子が参加しま

した。

当日、大型バスで神栖基地に到着した

見学ツアー参加者一行は、まずLPガス

の低温タンクをバックに記念撮影。 続

いて、管理棟の会議室で、「LPガスって

なんだろう?」と題する授業を受けまし

た。 授業では、LPガスの環境にやさし

く持ち運びが容易で災害に強い特性

や、いろいろな使われ方、また備蓄事

業などについて、クイズや実験を交え

てわかりやすく紹介。 子供たちは実験

を通してLPガスに触れたり、授業の先

生“LPガス博士”の説明に熱心に耳を

傾けていました。 授業の後は、再びバ

スに乗車し基地内を一周。 車内から

LPガスの低温タンクをはじめとする

各種設備や散水設備の訓練の様子を

見学しました。 また、午後は鹿島港湾

内遊覧船に乗り、LPガス船の着く桟橋

や鹿島臨海工業地帯の石油化学コン

ビナートなどを船上から見学しました。

昨年に引き続き
今年も多くの親子連れが参加

参加者からは、「LPガスが環境に優し

いことを知って印象が変わった」「阪神・

淡路大震災の時にLPガスによる火災

は一件もなかったと言われていると

いう話に驚いた」「とても充実した内

容で夏休みの良い思い出になった」な

どの声が聞かれ、本見学ツアーを通じ

て、LPガスとその備蓄事業への理解・

関心が高まったことがうかがえます。 

LPガスの備蓄事業の円滑な推進には、

地域社会との共生や一般の方々の理

解が不可欠です。 今後もJOGMECは、

地元自治体などの関係機関と協力し

ながら、国家備蓄の活動内容や意義

を人々に伝える広報活動を積極的に

行っていきます。

「不思議！LPガスを冷やすと液体になるんだ」

「海風が気持ちいいね！」「おいしー！」

大迫力の
散水訓練

LPガスは、台所や暖房などの家庭での利用のほかに、タク
シーなどの自動車用燃料、業務用・産業用燃料などとして、
国民生活に欠かせないエネルギー源です。 しかし、国内供
給量の約75％を輸入に頼っています。 JOGMECは国からの
委託を受けて、LPガスの安定供給確保のために、2005年度
からLPガスの国家備蓄事業を本格的に開始しています。 現
在は、石川県七尾市、長崎県松浦市（福島町）、茨城県神栖市
の3か所で備蓄基地を操業。 また、岡山県倉敷市、愛媛県
今治市（波方町）の2か所に新しい備蓄基地を建設中です。

JOGMECが行う
LPガスの国家備蓄事業 地上低温タンク方式

冷却液化したLPガスを地上の
タンクの中で低温で貯蔵する方式

地下岩盤貯蔵方式
地下水位以下の岩盤内にトンネル
形状の空洞（貯槽）を設け、常温の
LPガスを封じ込める貯蔵方式

倉敷基地 ※建設中
40万トン

福島基地
20万トン
（2005年9月完成）

七尾基地
25万トン
（2005年7月完成）

神栖基地
20万トン
（2005年12月完成）

波方基地 ※建設中
45万トン

「やっと着いたー!」

AM 10:40 神栖基地に到着

“LPガス博士”のクイズに答える子どもたち

AM 11:00 授業「LPガスってなんだろう？」

AM 11:30 実験体験PM 0:00 バスに乗って基地構内を見学

PM 2:30 遊覧船から鹿島港湾内を見学PM 1:00 レストランで昼食

AM 9:00
貸切バスに乗車し、
東京駅を出発

PM 5:30
東京駅到着

見学ツアー体験記 参加した子どもたちの視点で当日の様子を紹介します。

いってきま
ーす

ただいまー！あーおもしろかった

※ LPガス：Liquefied（液化）Petroleum（石油）ガス 
　 のこと。 本記事では、事業などの固有名詞は「石油ガ  
　 ス」とし、ほかは「LPガス」としました。

LPガスにはプロパンとブタンの2種類があります。実験では、
大気圧下でブタンが0℃付近で液化する性質を利用し、ブタ
ンが入った袋をドライアイスで冷却。ブタンが液化する様子
を観察しました。

見学ツアーを通じて
LPガスや国家備蓄への関心が高まる

散水設備：タンク付近で火災が発生した場合、
　　　　  輻射熱からタンクを守ります。

LPガスの低温タンクの近くで
記念撮影

国家石油ガス備蓄基地の場所



こうしたなかで、当社では、低炭素社会の実現に貢献する最先

端の取り組みとして、「21世紀型コンビナート」の建設を大

阪府堺市で進めています。 2009年10月には、世界初の第10

世代マザーガラス※1を用いる液晶パネルの生産工場を、

2010年3月までには世界最大規模の薄膜太陽電池の生産工

場を稼動させる計画です。 このコンビナートでは、最大約

18MWの大規模太陽光発電施設を設置、世界最大の約10MW

の燃料電池を導入、さらに統合エネルギー管理センターの設

置や全工場・事務所の全ての照明をLED照明にするなど、省

エネ・創エネの製品面に加えて生産プロセスの面でも世界

最先端の環境配慮型工場になるものと自負しております。

政府は、2020年までに温室効果ガスの排出量を2005年比

15%削減する中期目標を発表し、実現のためにも再生可能

エネルギー、とりわけ太陽光発電の飛躍的拡大を目指して、

導入量を2020年までに20倍に増や

す目標を表明しています。

私共は、こうした取り組みの背景

に控えている地球温暖化問題は、

単に環境問題にとどまるのではな

く、エネルギー・セキュリティの問

題と表裏一体の問題として認識し

なければならないと考えます。

原油価格が下落に転じると、エネ
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資源・エネルギー分野の取り組みを
統括的な立場で牽引してほしい。

シャープ株式会社
代表取締役会長 兼 CEO

machida katsuhiko

当社は、2004年に中期のブランド目標として「環境先進企

業」を掲げ、環境ビジョンとして「2010年 地球温暖化負荷ゼ

ロ企業」の目標を設定しました。 これは当社の全世界での事

業活動による温室効果ガスの排出量を可能な限り抑制する

一方、当社が生産する創エネ・省エネ商品を通じた温室効果

ガスの削減貢献量を拡大することで、2010年までに削減貢

献量が排出量を上回るようにしよう、という取り組みです。

実は2003年度の実績では、排出量が削減貢献量の10倍以上

もあり、差し引きゼロの目標を掲げることは、大変大胆な挑

戦でしたが、2008年度には2年前倒しでこの「地球温暖化負

荷ゼロ企業」の目標を達成することができました。 

この目標達成を踏まえて当社では2009年度から新たな環

境ビジョン「エコ・ポジティブ戦略」を推進しております。 

これは、太陽電池と省エネ商品による温室効果ガス削減貢

献量をさらに飛躍的に拡大する一方で、事業活動による温

室効果ガス排出量の最小化に継続して取り組み、今後は

事業活動トータルで、環境貢献（ポジティブ・インパクト）が

環境負荷（ネガティブ・インパクト）を大きく上回る企業を

目指すというものです。 

シャープの太陽光発電システム（大阪府・万博記念公園）

日本の社会を支える各産業界のリーダーの方々に、
資源･エネルギーの安定供給という視点で、
JOGMECの使命、責務とは何か。
ご要望や期待することなど、お話を伺います。

「エコ･ポジティブ戦略」を推進

町田勝彦

産業界からのメッセージ

大阪府堺市に建設中の「21世紀型コンビナート」（2009年10月より稼動予定）

※1 マザーガラス：テレビ用の液晶パネルを生産するためのベースとなるガラス基板。ディスプレイの巨大化やコストダウンなどの目的によって、世代を重ねるごとにそのサイズは
　　大きくなっている。
※2 リチウム：元素記号Li。日本でレアメタルとして定められている。用途は、リチウムイオン電池、耐熱ガラスなど。

世界で最もグリーンな最先端工場・堺コンビナート

JOGMECへの期待1943年6月22日、大阪府に生まれる。

大阪府立天王寺高等学校卒業、京都大学農学部に進学。

1969年、早川電機工業（翌年シャープに社名変更）に入社。

営業畑を歩み、1987年に取締役、1990年に常務取締役、

1992年に代表取締役専務取締役を経て、

1998年には、代表取締役社長に就任。

社長に就任中は、液晶テレビや太陽電池などの事業に力を入れ、

また、オンリーワンのビジョンを掲げ、

シャープをトップブランドの企業に育て上げた。

2007年4月1日からは、代表取締役会長に就任。

座右の銘は「花も実も根のおかげ」。　　

ルギー・セキュリティについての世間の危機意識が弱ま

り、地球温暖化問題のみがクローズアップされるきらいが

あるように感じます。 しかしながら、私は、昨今の世界不況

の構造的背景には、このエネルギー・セキュリティの問題が

あり、世界経済が再び安定を取り戻すためには、エネル

ギー・セキュリティの確保に向けた大胆な挑戦を粘り強く

継続的に進めていくことが不可欠ではないかと考えます。

JOGMECは、この点で死活的に重要な役割を担っておられる

ものと認識しており、今後の事業活動に大きな期待を寄せ

ております。 また、JOGMECにおかれては、レアメタルの探

鉱開発や国家備蓄、さらにはリサイクル技術の推進など、そ

の安定供給に向けた取り組みにも中心的な役割を果たして

おられます。 レアメタルは、液晶パネルやリチウム※2イオン

電池などのハイテク製品の生産に不可欠な戦略的重要物資

であります。 このように重要な事業を推進しておられる

JOGMECが、資源・エネルギーに関する産業界の様々な取り

組みに対して、今後とも統括的な立場でリードしていただ

くことを強く期待しております。



表紙： JOGMECがINKと探鉱調査事業を行っているセベロ・モグジンスキー鉱区内の試掘現場。

6月4日、JOGMEC河野理事長をはじめと
する官民合同の使節団が、ボリビアの首
都ラパスを訪問。 同国エチャス鉱山冶
金大臣との面談を行いました。 面談で
は、世界最大級の資源量を誇るウユニ
塩湖のリチウム資源開発を、JOGMECを
含む日本の関係企業と共同で行うことを
提案。 この共同事業に対する日本政府
関係機関が行う支援の重要性と、その具
体的な進め方についての日本側の考え
を説明しました。 その結果、エチャス大
臣は、自国で炭酸リチウム生産を実施し
ていく意向であるとしながらも、日本から
の技術的・資金的協力に対して強い期待
を表明。 さらに、今後、開発に必要な情報
の交換及び将来の開発体制について定
期的な協議を行うことに合意しました。

探鉱事業を出資案件（75%出資）として
採択しました。 同社は2009年1月にパプ
アニューギニアの石油・天然ガス開発企業
と権益譲渡契約を締結し、同国陸上2鉱
区・海上1鉱区の各20%権益と海上1鉱区
の10%権益を取得。 また、同月に豪州法
人を設立し、探鉱事業を推進しています。 
JOGMECによる本事業への出資は、プロ
ジェクトの発展に大きく寄与するもので
あり、将来的には日本のエネルギーセ
キュリティ上、有益な効果をもたらすこ
とが期待されています。

に位置する6つのガス田を開発・生産する
事業で、JOGMECの出資案件では初の
LNG生産開始案件となります。
本プロジェクトの進展により、将来的に同
地域が天然ガス資源の新たなガス供給
地域となり、日本を含む世界のエネル
ギー市場の安定に貢献することが期待
されています。

ウユニ塩湖を視察する使節団

J.LET TER JOGMECからの
様 な々お知らせです。
最新の事業紹介やニュース、
イベントなどをご紹介します。

ジェイ・レター

本誌に関するご質問は、ホームページの「お問い合わせ」まで ▼ http://www.jogmec.go.jp/contact /

2009. 6/4

ウユニ塩湖リチウム資源の
共同開発をボリビア政府に提案

ブラジル・北カンポス沖合のフラージ油
田において、日本の民間企業とともに
JOGMECが出資するインペックス北カン
ポス沖石油（株）の現地法人が原油生産
を開始しました。 
本プロジェクトはブラジルにおける石油
上流権益の外国資本開放以来、外国資
本により生産開始に至った3番目のプロ
ジェクトであり、さらにJOGMECの出資
事業において初めての原油生産開始案
件となります。

2009. 6/20

ブラジル・北カンポス沖合
フラージ油田の原油生産を開始

このたびJOGMECの招聘によりザンビ
アのマックスウェル・ムワレ鉱山・鉱物開
発大臣一行が来日。 7月22日に、鉱山・鉱
物開発省及び商業産業貿易省と
JOGMECは、日本・ザンビア両国間にお
ける、鉱物資源開発分野での関係強化を
図る包括的な内容の覚書（MOU）に署名
しました。
ザンビアは従来より、銅、コバルトなどの
鉱物資源が豊富なことで知られ、レアメ
タルの存在も期待されています。 今回の
MOU締結は、同国における日本企業の鉱
物資源開発事業参入の基盤構築に貢献
するものです。

2009. 7/22

ザンビアとの関係強化に向け
MOUを締結

JOGMEC NEWS
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JOGMECは、新日本石油開発（株）がパ
プアニューギニアで実施する石油等の

2009. 6/10

パプアニューギニアにおける
日本企業の石油等探鉱事業に出資 7月6日、JOGMECが出資を行うタングー

LNGプロジェクトにおいて、LNGの第一
船が出港しました。 本プロジェクトは、
インドネシア・西パプア州ビントゥニ地区

2009. 7/6

タングーLNGプロジェクトにおいて
第一船が出港

（左）ザンビア マックスウェル・ムワレ鉱山・鉱物開発大臣
（右）JOGMEC 河野理事長
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